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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 14,602 △1.8 628 54.1 597 22.9 317 35.3
21年3月期第1四半期 14,865 ― 407 ― 485 ― 234 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 20.03 ―

21年3月期第1四半期 14.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 31,299 17,155 54.8 1,083.88
21年3月期 31,278 16,910 54.1 1,068.31

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  17,155百万円 21年3月期  16,910百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

31,729 3.1 772 △11.6 766 △15.9 319 △23.1 20.14

通期 64,821 6.5 1,714 11.2 1,709 14.2 815 79.3 51.37
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含ま
れております。従いまして、実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 15,875,000株 21年3月期  15,875,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  46,864株 21年3月期  43,094株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 15,828,761株 21年3月期第1四半期 15,831,906株
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    当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発する世界的な金融・経済危機の影

響により景気の先行きに不透明感が増し、企業収益・雇用情勢の大幅な悪化・個人消費の冷え込み等、大変厳し

い状況で推移しました。 

     当食品市場におきましては、景気低迷により消費者の内食志向が強まり、中食・外食の垣根を越えたサバイバ

ル競争が一層激化する等、経営環境は極めて厳しい状況が続いております。 

     当社グループは、このような経営環境の中で経営基盤の強化ならびに連結子会社の収益改善に努めてまいりま

した。この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は146億2百万円（前年同期比1.8％減）となりましたが、

経常利益は5億9千7百万円（前年同期比1億1千1百万円増）、四半期純利益は3億1千7百万円（前年同期比8千2百

万円増）となりました。 

  

     事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

  

     当社グループの基幹事業である食品事業におきましては、当社は、安全安心な商品を提供するために品質管理

部門の組織体制を強化して品質管理力の向上に努めるとともに、省力化による生産性の向上、商品企画開発部門

の強化ならびにエネルギー使用量削減等の環境問題への対応に取り組んでまいりました。また、冷凍食品等新規

事業の売上拡大に力を注ぐとともに、顧客ニーズに対応した商品開発と当社独自の革新的な生産機器類の開発に

努めてまいりました。連結子会社につきましては、海外連結子会社の生産・販売体制の見直しを行い、収益改善

に取り組んでまいりました。この結果、売上高は137億7千3百万円（前年同期比2.1％減）となりましたが、営業

利益は5億8千2百万円（前年同期比2億4千8百万円増）となりました。 

     飲食店事業におきましては、外食産業における競争が一段と進む中、九州地区への出店ならびに運営力の改善

に努めてまいりました。この結果、売上高は5億3千8百万円（前年同期比2.2％増）となりましたが、営業利益は

2百万円（前年同期比1千2百万円減）となりました。 

     運送事業におきましては、新規取引先の開拓、コース再編等の事業の効率化に努めてまいりました。この結

果、売上高は2億9千万円（前年同期比9.9％増）となりましたが、営業利益は4千4百万円（前年同期比1千1百万

円減）となりました。 

  

(1)資産、負債及び総資産の状況 

   当第１四半期連結会計期間末における総資産は、有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ2千1百

万円増加し、 312億9千9百万円となりました。負債につきましては、未払法人税等の減少により、前連結会計年度

末に比べ2億2千4百万円減少し、141億4千3百万円となりました。純資産につきましては、利益剰余金の増加等によ

り、前連結会計年度末に比べ2億4千5百万円増加し、171億5千5百万円となりました。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は22億4千7百万円（前年同期

20億9千1百万円）となりました。各キャッシュ・フローの前年同期と比較した増減理由は、主として以下の要因に

よるものであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー）  

    当第１四半期連結会計期間における税金等調整前四半期純利益は5億8千6百万円（前年同期4億6千4百万円）とな

りましたが、法人税等の支払額が5億3千１百万円（前年同期1億9千1百万円）となったこと等から、営業活動による

キャッシュ・フローは対前年同期比2億1千3百万円の収入減となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

  当第１四半期連結会計期間においては、有形固定資産の取得による支出が6億8千1百万円（前年同期2億4千1百万

円）となったこと等から、投資活動によるキャッシュ・フローは対前年同期比4億2千1百万円の支出増となりまし

た。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間においては、約弁弁済による借入金の返済を進めましたが、短期借入れによる収入が8

億円あったこと等から、財務活動によるキャッシュ・フローは対前年同期比5億6千1百万円の支出減となりまし

た。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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  連結業績予想につきましては、当初予想を概ね順調に推移しており、平成21年5月12日付「決算短信」に記載し

た連結業績予想に変更はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 記載すべき事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,377,840 2,283,704

受取手形及び売掛金 4,906,450 5,387,386

有価証券 937 937

商品及び製品 174,476 200,515

仕掛品 18,903 15,531

原材料及び貯蔵品 403,903 403,142

繰延税金資産 341,597 272,267

その他 301,517 303,403

貸倒引当金 △1,759 △1,458

流動資産合計 8,523,865 8,865,428

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,186,651 22,832,603

減価償却累計額 △14,294,885 △14,059,469

建物及び構築物（純額） 8,891,766 8,773,133

機械装置及び運搬具 9,227,956 8,738,876

減価償却累計額 △6,463,225 △6,280,590

機械装置及び運搬具（純額） 2,764,731 2,458,286

土地 7,367,132 7,361,400

リース資産 230,866 190,858

減価償却累計額 △34,692 △25,281

リース資産（純額） 196,173 165,576

建設仮勘定 6,300 131,787

その他 955,149 902,234

減価償却累計額 △762,381 △742,593

その他（純額） 192,768 159,641

有形固定資産合計 19,418,871 19,049,825

無形固定資産 94,324 96,605

投資その他の資産   

投資有価証券 404,487 340,353

敷金及び保証金 1,300,523 1,339,538

繰延税金資産 214,388 228,273

その他 1,347,739 1,367,462

貸倒引当金 △4,943 △9,443

投資その他の資産合計 3,262,195 3,266,185

固定資産合計 22,775,391 22,412,615

資産合計 31,299,257 31,278,044
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,510,820 2,775,683

短期借入金 4,271,440 3,825,260

未払金 2,673,129 2,441,800

リース債務 38,134 29,296

未払法人税等 356,972 578,791

賞与引当金 165,022 284,415

その他 232,215 154,883

流動負債合計 10,247,735 10,090,130

固定負債   

長期借入金 3,037,868 3,440,743

リース債務 178,445 152,449

退職給付引当金 142,227 145,468

役員退職慰労引当金 347,656 342,869

その他 189,466 195,975

固定負債合計 3,895,664 4,277,506

負債合計 14,143,399 14,367,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,541,250 6,541,250

資本剰余金 7,014,370 7,014,370

利益剰余金 3,736,524 3,577,695

自己株式 △15,462 △15,077

株主資本合計 17,276,682 17,118,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 57,463 45,113

為替換算調整勘定 △178,286 △252,943

評価・換算差額等合計 △120,823 △207,830

純資産合計 17,155,858 16,910,407

負債純資産合計 31,299,257 31,278,044
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 14,865,881 14,602,137

売上原価 12,122,219 11,596,542

売上総利益 2,743,661 3,005,594

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,097,994 1,094,192

貸倒引当金繰入額 － 290

給料及び手当 445,573 462,798

賞与引当金繰入額 24,274 25,150

退職給付引当金繰入額 3,237 1,844

役員退職慰労引当金繰入額 4,602 4,786

減価償却費 18,148 25,550

支払手数料 82,563 97,589

研究開発費 158,578 160,586

その他 500,832 504,428

販売費及び一般管理費合計 2,335,805 2,377,217

営業利益 407,855 628,376

営業外収益   

受取利息 2,669 1,396

受取家賃 37,811 36,519

為替差益 82,721 －

その他 17,353 16,845

営業外収益合計 140,556 54,761

営業外費用   

支払利息 25,758 22,545

賃貸費用 27,535 27,300

為替差損 － 33,740

その他 9,315 2,262

営業外費用合計 62,609 85,848

経常利益 485,802 597,289

特別損失   

固定資産除却損 2,907 3,034

固定資産売却損 662 －

減損損失 6,084 7,261

賃貸借契約解約損 11,248 －

特別損失合計 20,903 10,296

税金等調整前四半期純利益 464,899 586,992

法人税、住民税及び事業税 260,020 328,777

法人税等調整額 △29,456 △58,904

法人税等合計 230,563 269,872

四半期純利益 234,335 317,120
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 464,899 586,992

減価償却費 372,325 436,251

減損損失 6,084 7,261

賞与引当金の増減額（△は減少） △133,517 △119,393

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,500 △3,240

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,602 4,786

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,699 △4,199

受取利息及び受取配当金 △2,669 △4,032

支払利息 25,758 22,545

有形固定資産除却損 2,907 3,034

有形固定資産売却損益（△は益） 662 －

売上債権の増減額（△は増加） 348,904 486,917

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,168 35,007

仕入債務の増減額（△は減少） △182,554 △267,812

未払金の増減額（△は減少） 264,537 178,414

未払消費税等の増減額（△は減少） 145,012 64,076

その他 △10,579 31,465

小計 1,335,345 1,458,076

利息及び配当金の受取額 2,669 4,032

利息の支払額 △24,976 △22,330

法人税等の支払額 △191,085 △531,111

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,121,952 908,666

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,700 △800

定期預金の払戻による収入 6,000 4,400

有価証券の売却による収入 1,923 －

有形固定資産の取得による支出 △241,100 △681,806

投資有価証券の取得による支出 △1,836 △49,051

投資有価証券の売却による収入 401 －

その他 △37,776 31,731

投資活動によるキャッシュ・フロー △274,089 △695,526

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 800,000

短期借入金の返済による支出 － △230,000

長期借入金の返済による支出 △526,820 △526,695

配当金の支払額 △156,807 △156,862

その他 △4,140 △12,298

財務活動によるキャッシュ・フロー △687,768 △125,856

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,637 10,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143,457 97,736

現金及び現金同等物の期首残高 1,948,346 2,150,104

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,091,804 2,247,840
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 該当事項はありません。  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分は事業の種類・性質を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

     ３．会計処理の方法の変更 

      前第１四半期連結累計期間  

      （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

        「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．(1)に記載の通り、当第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を

適用しております。 

        これにより、食品事業の営業利益が1,863千円減少しております。 

      （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

        「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．(2)に記載の通り、当第１四半

期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

        これによる損益に与える影響は軽微であります。 

     ４．追加情報 

      前第１四半期連結累計期間  

      （有形固定資産の耐用年数の変更） 

        機械装置及び運搬具については、従来、耐用年数を9年としておりましたが、法人税法の改正に伴い、当

第１四半期連結会計期間より、耐用年数を10年に変更しております。 

        これにより、食品事業の営業利益が10,915千円増加しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
食品事業 
（千円） 

飲食店事業
（千円） 

運送事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高   

外部顧客に対する売上高  14,074,623  526,644  264,613  14,865,881  －  14,865,881

セグメント間の内部売上高  －  －  350,096  350,096 (350,096)  －

計  14,074,623  526,644  614,709  15,215,977 (350,096)  14,865,881

営業利益  334,335  15,617  55,691  405,643  2,212  407,855

  
食品事業 
（千円） 

飲食店事業
（千円） 

運送事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高   

外部顧客に対する売上高  13,773,152  538,121  290,863  14,602,137  －  14,602,137

セグメント間の内部売上高  －  －  355,778  355,778 (355,778)  －

計  13,773,152  538,121  646,642  14,957,915 (355,778)  14,602,137

営業利益  582,871  2,812  44,075  629,759  △1,383  628,376

事業区分 主要な内容

食品事業 米飯、調理パン、サラダ、和風惣菜、冷凍食品の仕入・製造・販売 

飲食店事業 飲食店 

運送事業 食品関係等の配送 
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 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 該当事項はありません。   

  

  該当事項はありません。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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